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T O P N E W S

TPP交渉における国会決議の実現と情報開示を求める緊急国民集会を開催
JAグループや全国農業会議所、全国漁業
協同組合などが主催する「TPP（環太平洋
連携協定）交渉における国会決議と情報開
示を求める緊急国民集会」が５月14日、東
京都の日比谷野外音楽堂において開催さ
れ、当JAを含めたJAグループ及び農林漁
業者、消費者団体などの関係者約3,000名が
参加しました。
開会に当たり、JA全中の萬歳会長は「国
会決議は国権の最高機関たる国会の意思表
明であり、自民党の決議は与党としての国
民との約束だ。それを踏まえて政府には決
議を実現すべく交渉に臨んでほしい。また、
国内の報道が二分されるなど、情報開示が
不十分だ。消費者、生産者の懸念、不安を
挨拶する萬歳会長
デモ行進で声を上げる西山専務 払拭するためにも情報開示の方法を抜本的
に改善する必要がある」と挨拶。その後、
各関係機関の代表者から決意表明がなされた他、TPP交渉における国会決議の実現と情報
開示を求める特別決議を可決しました。また、集会後にはデモ行進を行い、「国会決議を
守れ」と大きな声を出して政府へ強く訴えました。
JAグループでは、日本の食と暮らし・いのちを守るため、引き続き広範な国民各層と
の連携のもと、TPPに関する国会決議が実現されるまで、徹底的に国民運動を展開して参
ります。

～TPP交渉における現状～
参加12ヵ国によるTPP交渉の閣僚会合が５月19日と20日、シンガポールにおいて開催さ
れました。今回の会合の共同声明では「交渉を妥結させるために何が必要かについて共通
の見解を確立した」と成果を強調しているものの、大筋合意には至らず、新たな妥結時期
も示されませんでした。甘利TPP担当大臣は会合後の会見で、７月の首席交渉官会合が
TPP交渉の極めて大きなヤマ場になるとの認識を示す一方、７月に閣僚会合を開いても大
筋合意に至る可能性については「楽観的だ」と指摘しました。
日本は米国と４月の首脳会談などで重要品目について①関税率の引き上げ幅②引き上げ
期間③セーフガード（緊急輸入制限措置）④関税割り当て（低関税輸入枠）等の要素を組
み合わせる事で合意していました。しかし、今回の会合において米国は形式上の合意は否
定しないとしているものの、日本農業の重要品目にセーフガードを導入する事に難色を示
しました。更に米国内では、日本に対す
今回のＴＰＰ閣僚会合におけるポイント
●交渉妥結に何が必要か共通の見解を確立
る譲歩を許さない声も強まっており、こ
●市場アクセスの進展に集中し、ルールの課題は前進させた
●今後数週間、集中的に協議する道筋を決定
れからの日米２国間協議が難航する事は
●７月に首席交渉官会合を開催
●閣僚は２国間の取り組みを続け、最も困難な課題に取り組む
避けられないとされ、TPP交渉全体の不
●各国は国内調整を継続
●野心的、包括的で高い水準の協定を目指す事を交渉に反映
透明感が増す事も予想されます。
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「第19回永島敏行と稲作り体験教室（田植え作業）」を開催
５月18日、赤荻低温倉庫前の水田において「永
島敏行と稲作り体験教室」の田植え作業を開催し
ました。当日は51家族175名が参加し、俳優の永
島さんや青壮年部員の指導のもと、田植え作業に
汗を流しました。
体験教室は、当JAの食育推進事業として位置
づけられており、早くから食育への取り組みをし
て参りました。
開会に先立ち、永島さんは「自ら育てて食べる
事の大切さを知ってもらいたい。また、田んぼに
は多くの生物がおり、自然の大切さも理解して欲
しい」と挨拶。その後、参加者は４月12日に種ま
きし、自ら育てた苗を丁寧に植えていました。
田植え後には恒例のイベント「泥んこフラッグ」
泥んこフラッグで白熱したレースを展開 参加者へ苗の植え方を説明する永島さん
や青壮年部員による新鮮野菜販売が行われた他、
お昼にはつきたてのお餅が振る舞われ、「美味しい」と好評でした。
参加者は「教室では農業の大切さが勉強でき、また子供にも教える事ができるので、と
ても貴重な体験です。これからもずっと続けてほしい」と話されていました。

第５回北総地区JA合併研究会を開催
☆合併への取り組み☆
北総地区JA合併研究会は３JA（成田市、多古町、佐原）の通常総代会でご承認いただ
きましたとおり、
「理想的な北総地域の枠組は継続しつつ３JAで先行した合併協議を進め、
組合員の皆様に最大のサービスを提供すると共に、財務基盤の安定に努めていく」ことと
なりました。
５月12日（月）に成田市内にて開催された第５回北総地区JA合併研究会では、以下の
項目について報告および協議を行い、新たなスタートをきりました。
《報告事項》
（１）経過報告について
（２）JA別経営動向と３JAの概況について
（３）総合的情勢を踏まえた課題と今後の取り組みについて
JA成田市とJA佐原の役員改選に伴い研究会委員が変更となりましたので、これまでの
取り組み内容と課題を共有化して、今後の取り組み方向について確認しました。
《協議・決定事項》
（１）北総地区JA合併研究会規約および同幹事会規程の一部変更について
（２）研究会規約および同幹事会規程の変更に伴う会長・幹事長の選出について
会長
設楽 憲一 （JA成田市代表理事組合長）
幹事長
大木 由孝 （JA成田市企画管理部長）
JA成田市の設楽組合長が研究会会長に選任され、JAを取り巻く現状は厳しいが、これ
を打破し未来志向で早期合併に向けて３JAの力を併せていきたいと挨拶しました。
（３）今後の進め方について
① 合併スケジュールについて協議します
② 合併推進委員会への切替えについて協議します
上記２点について合併研究会で協議することを決定しました。
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〜JA管内の話題〜
4月25日

春ダイコン査定会を開催

ＪＡ成田市園芸部大根部会は園芸センター
において春ダイコン査定会を開催しました。
生産者や市場関係者など18人が出席し、情勢
や取扱い方法、販売方策を確認した他、現品
査定で規格統一を図りました。
今年は春先の大雪や低温の影響で作付けが
遅れたものの、４月以降は天候に恵まれ、順
調な生育となっています。また、全国的には2L・3L級の増加で厳しい販売状況となっていま
すが、同部会のダイコンは「品質・形状ともに非常に素晴らしいものが多い」と市場から高評
価を受けており、宮野部会長は「有利販売に繋げるためにもＬ級中心の出荷と選果・選別の徹
底をお願いしたい」と呼びかけていました。

JA成田市女性部は第48回通常総会を開催
しました。部員49名が出席し、平成25年度事
業報告並びに本年度事業計画などの議案すべ
5月21日
てが可決されました。
また、役員改選では、部長に遠山支部の岡
野貴美江さんが再任され、就任のご挨拶で「部
員の皆様の協力を得ながら女性部活動を盛り
上げていきたい」と抱負を述べられました。
女性部では、JA全国女性協が策定した３ヵ
年計画の「JA女性 心ひとつに 今をつむ
就任の挨拶を行う岡野部長と新役員の皆様
ぎ 次代へつなごう」をテーマに、本年度も
食と農・くらしをベースとした活動を展開し、魅力ある組織を目指した仲間づくりをJAと連
携して取り組んで参ります。

第48回女性部通常総会を開催

第16回ゴルフ大会を開催
年金友の会はレイクウッド総成カントリークラブにおいて
第16回ゴルフ大会を開催しました。過去最多の会員99名が参
加し、北羽鳥の荻原貢さんが優勝に輝きました。
大会は会員同士の親睦と健康増進を目的に年２回実施。多
くの会員が日頃から練習を重ね、上位を目指していると共に、
交流を図れる場として大会を楽しみにしています。
当日は天候にも恵まれ、絶好のコンディションの中、会員
同士が互いに称え合うなど、プレーは大変盛り上がっていま
した。
優勝した荻原さんは「皆と和気あいあい楽しくプレーした結
果、
優勝出来て嬉しい。次回も頑張りたい」と話されていました。
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5月23日

順

位

優

勝 荻原

氏

名 （地

区）

貢（北羽鳥）

スコア
71.2

準優勝 加藤

重男（三里塚光ヶ丘）

72.4

３

位 根本

教子（南羽鳥）

72.8

４

位 神崎

恒久（酒々井町下台）

73.0

５

位 小倉

基弘（大室）

73.0

〜カメラリポート〜

当ＪＡが自動車共済損害調査サービス最優秀組合賞を受賞

田植え教室を開催（根古谷環境保全会）

4月25日

5月6日

最優秀組合賞の他、共済事務査定課の鈴
木課長代理が最優秀審査員賞、稲葉課長代
理が優秀審査員賞を全共連経営管理委員会
よりいただきました。

浦安市より約70名の方が参加し、地元農
家の方の指導のもと、泥だらけになりな
がら楽しそうに田植えを行っていました。
（酒々井支所管内）

女性部が平和大塔まつりに参加

宝田農産物直売所がフクダ電子アリーナに出店

5月10日

5月17日

会場では協賛品として甘芋ん（干し芋）
を200パック無料配布した他、新鮮な野菜
や加工品を販売し、多くの来場客から好評
を得ていました。

JR成田駅から成田山新勝寺までの表参
道と大本堂前、平和大塔前において総踊り
を奉納した他、東日本大震災による被災地
の早期復興を祈願しました。

そう や

〜今月の表紙〜 スマイルキッズ

成田市
川栗

鈴木

蒼埜くん
り

（6歳）

の

莉乃ちゃん （4歳）

今月の表紙は成田市川栗
（遠山支所管内）
の鈴木蒼埜くんと莉乃ちゃ
んです。２人はとても仲が良く、いつも楽しくレゴブロックで遊んで
います。
蒼埜くんはサッカーが大好きな男の子。将来の夢はサッカー選手で、
三里塚FCに所属し、毎日練習を頑張っています。莉乃ちゃんは現在、
ディズニーのアニメに夢中。特に「アナと雪の女王」が大好きで、将
来はエルサ姫のようになりたいそうです。
ご両親は「誰にでも手を差し伸べられる温かい人に育ってほしい」
と話していました。
【父】信治さん 【母】弘美さん
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水稲
情報

中干しと湛水管理について

生産者の皆さん、梅雨の時期に入りました。体調管理
に気を付けて農作業をして下さい。
６月のポイントは、中干しと湛水管理です。中干しと
その後の水管理（湛水管理）の仕方に留意し、栽培管理を行いましょう。
●中干しをする目的と効果
中干しをする目的は、過剰な分けつを抑えることと、土壌中に酸素を送って根を健全に
保つ事です。稲の根の一部を水根から畑根に変えたり、土を固くして、稲を倒れにくくす
る効果があります。また、機械作業に適した土壌硬度を確保し、収穫直前の落水でも容易
に田面が硬くなり、機械作業がスムーズに行えます。
●中干しの開始時期
一般的には田植えから40日程度すると中干しの時期です。正確には、田に入って中庸
（偏
らないこと）な生育の地点で茎数を数え、２葉以上ある茎が平均して、ふさおとめで１株
24本、コシヒカリで１株18本になったら中干しを開始します。
さて、平成23年２月28日適用の「食品衛生法」の改正により、精米・玄米のカドミウム
含量の基準値が、改正前1.0ppm未満から、改正後0.4ppm以下になりました。カドミウム
は自然界にも存在します。稲の生育中に吸収、蓄積し、含量は高くなりますが、下記の中
干し方法で、含量を低減する対策を行ってください。
①
②
③
④
⑤

中干しの期間は、７～10日前後にとどめ、それ以上長くは行わない。強度の中干しはカ
ドミウムの吸収を促進する。目安としては土が湿っていて、足跡がつく程度でとどめる。
水はけの悪い水田については、溝切りを実施し、水管理が簡単にできるようにする。
溝切り後の間断かん水と出穂時期の水管理は特に注意し、土壌表面が乾燥するような
水管理は行わない。
出穂３週間前から出穂２週間後までは、カドミウムの吸収が盛んになるばかりでなく、
水稲が生理的に十分な水を必要とするので、常に水が張られた状態（湛水管理）にする。
出穂時期に用水不足が懸念される地域、または乾燥しやすい気象条件下では、溝切り・
中干し後は連続して湛水管理をする。
落水時期は、高品質・良食味の米の生産、各地域の土壌と収穫作業の難易を考慮して
判断するが、出穂後３週間以降を厳守する。

●お問い合せ

営農振興課

TEL. 0476-22-6717
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営農指導員

石井勝祐まで

園芸
情報

クリタマバチ被害が増加しています！

クリの木に写真のようなこぶはできていませんか!?
これは、クリタマバチによるものです。クリタマバチの被害は
芽に現れます。前年夏に寄生された芽からは枝が伸びず、肥大し
て写真のような虫こぶができます。
こうなってしまうと花芽が形成されないので、実はつきません。
被害芽が多いときは、枝が枯れて樹勢も衰えてしまいます。
昭和16年に岡山県で初めて発生が確認されたクリタマバチ被
クリタマバチの虫こぶ
害。その後、クリタマバチの天敵、チュウゴクオナガコバチの導入により被害が抑えられ
ていましたが、ここ数年クリタマバチ被害が増加傾向にあります。
【クリタマバチの生態】
年１回発生します。成虫は６月中旬～７月中旬頃に虫こぶから脱出した後、枝上の葉の
付け根にある小さな芽の中に産卵します。やがてふ化した幼虫はそのまま芽の中で越冬し
ます。翌年の春、寄生された芽が肥大して虫こぶになり、幼虫もその中で急速に成長しま
す。その後前述したように６月中旬～７月中旬に成虫となって虫こぶから脱出します。
【クリタマバチの天敵、チュウゴクオナガコバチの生態】
年１回発生します。成虫は４月頃羽化し、虫こぶ内のクリタマ
バチの幼虫めがけて産卵します。ふ化した幼虫はクリタマバチ幼
虫を駆除後そのまま虫こぶの中で越冬します。
その後、４月頃に成虫となって虫こぶから脱出します。
チュウゴクオナガコバチ♀成虫

(実物大)

対処方法
クリタマバチの天敵として導入されたチュウゴクオナガコバチですが、クリタマバチが
減少したことに伴って生息数が減ってしまっていることが考えられます。
クリタマバチに対する農薬での防除方法が確立されていないため、被害を抑えるために
は、チュウゴクオナガコバチの増殖・保護を図る必要があります。
＊虫こぶの処分方法＊
虫こぶに気が付く春先には、虫こぶの中にクリタマバチとチュウゴクオナガコバチのど
ちらがいるかわかりません。そこで、春先の虫こぶはそのままにしておき、冬期の剪定時
に茶色く枯れた虫こぶのついた枝をすぐ捨てないで、翌年の５月上旬までクリ園内にまと
めて置いておいてください。チュウゴクオナガコバチが虫こぶ内で育っているかもしれま
せんので、チュウゴクオナガコバチが成虫になって出てくる５月上旬までそのままにして
おきましょう。５月中旬になったら、それらの枝も処分してください。
＊チュウゴクオナガバチ保護のための注意＊
チュウゴクオナガコバチの産卵時期（４月～５月下旬）には、殺虫剤の散布を控えてく
ださい。
提供元
チュウゴクオナガコバチを増やして、
北部林業事務所印旛支所
クリタマバチ被害を抑えましょう！
●お問い合せ

園芸販売課

TEL. 0476-36-1541
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営農相談員

髙岡克樹まで

チャレン
ジ!
家庭菜園
あなたも

皮をむいて薄切りにし、サラ
ダやあえ物、ぬか、塩漬けに。
また炒め物やクリーム煮にし
たり、油揚げなどと合わせて
煮物にしたりと、今風にいろ
いろアレンジしてみるとよい
でしょう。ビタミンＣはカブ

ら 月上旬にかけての秋まき
です。
畑は前もって石灰と堆肥を
全面に耕入しておき、種まき
の１～２週間前に、条まきの
場合は条間 ㎝、くわ幅の溝
に、元肥として覆土し、まき
溝を作り、種子を２～３㎝間
隔にまき付けます。
ベッドまきは幅 ㎝の床を

キャベツよりも高温や低温に
耐える力があるので、栽培し
やすい野菜といえます。
種まきの適期（関東中～南
部以西の平たん地の場合）は
６月中旬から８月初旬ぐらい
までの夏まきと、９月上旬か

作り、同じ肥料を全面に耕し
込み、板切れなどで横方向に
㎝間隔の小溝を付け、２㎝
間隔にまき付けます。育つに
つれて逐次間引き、最終的に
株間を ～ ㎝にします。
生育の途中、化成肥料を２

板木技術士事務所◉板木利隆

茎の下部 が カ ブ の よ う に 球
形に膨らむ コ ー ル ラ ビ 、 別 名
を球形カン ラ ン （ 甘 藍 ＝ キ ャ
ベツ）とい い ま す 。 地 中 海 沿
岸地方が原 産 で 、 葉 は カ リ フ
ラ ワ ー に 似 て い ま す が、 葉
キャベツか ら 分 化 し た も の で 、
の３～４倍、カリウムも豊富
で、免疫力を高め美肌や高血
圧予防にも効果があるといわ
れています。
緑色種と紅色種があるので、
彩りもよく、両品種とも鉢植
えにすると、面白い形や色が
楽しめます。
コールラビは冷涼な気候を
好み、生育適温は ～ 度で、

8

茎が球形に膨らみ見ても楽しいコールラビ

キャベツの 原 始 系 と も い わ れ
ます。
日本に導 入 さ れ た の は 明 治
初期ですが 、 あ ま り 知 ら れ て
いなかった の は 食 べ 方 が 分 か
らず、和食 に は あ ま り 合 わ な
かったため の よ う で す 。
ブロッコ リ ー の 茎 に 似 た 癖
のないこく の あ る 味 で 、 歯 応
え が 良 く、 甘 味 も あ り ま す。

～３回追肥、中耕し、茎の肥
大を促します。
球が４～５㎝径に肥大した
ころ、図のように球の株から
横にかけて伸びている葉の葉
柄を２～３㎝残して切り取り、
球の肥大を促します。
収穫は球径が７～８㎝に肥
大したころから逐次行います。
収穫物は新聞紙に包んで冷
暗所に置けば５日ぐらいは十
分持ちます。
球の下部、根元付近は堅く
て食べられないので、１～１．
５㎝は切り除いて利用してく
ださい。
15

20

10

50

20

15

16

18

６月は、春の花が咲き終わり、夏
やりましょう。新株を根付かせる好

て、水分蒸散による消耗を軽くして

す。球根は大きな、良いものを残し

起こし、陰干しして貯蔵・保管しま

プなど球根は、梅雨に入る前に掘り

㎝鉢に植え替え（鉢上げ）をします。

根が１～２㎝に伸びたら、９～

を１～２枚取り払って挿します。新

た側枝の先６㎝くらいで切り取り株

はっきり分かるようになったら、摘

を咲かせるやり方もいいのではない

チャレンジしませんか？

エーコープ商品を使った簡単レシピ

●ＪＡ埼玉中央 小原生活指導員様よりご提供いただきました。

提供元
大興産業株式会社

夏花壇の準備作業

に花を咲かす草花が活躍の日を待っ
適期です。
６月はベゴニア、コリウス、菊な

ている時期で、花壇作業は、後片付
けと夏 花 壇 の 準 備 の 時 期 と い え ま
菊は、芽摘みをして側枝を増やし

どの草花の挿し芽にも好適期です。

春花壇を飾ってくれたアネモネ、
ておいた株から、 ㎝くらいに伸び

しょう。
ムスカリ、ヒヤシンス、チューリッ

ますが、花壇に余裕があれば、株が

日ほどして、芽が動きだしたのが

ものでも、１年養成して再来年の開

てにするためです。
このように、１本の苗から３本の

カキツバタ、
ハナショウブ、
ジャー

でしょうか。９～ ㎝鉢に鉢上げし

枝を出させて、それぞれに大きな花

マンアイリスなどは花後なるべく早

てから３～４週間たつと、鉢の中に

いの消石灰をまき、腐葉土など有機

く株分けし、植え付けをします。今

根が回り、鉢の底から根が出てきま

を咲かせるのが本来のやり方ですが、

年花を 付 け た 花 茎 の 両 側 に で き て

す。そのころに ～ ㎝鉢に植え替

物と化成肥料を入れて、耕しておき

いる若い子苗を切り離して、植えま

えましょう。

もっと手軽に１本の苗から一つの花

す。葉を３分の２くらいに切り詰め

ます。

した後に、１平方ｍに１００ｇくら

夏花壇の準備は、春の草花を整理

芯しておきます。大輪菊の３本仕立

込み合って花が咲かなかった小さな

12

花を待つのもよいでしょう。

10

9

10

18

12

15

Ａコープ店にて販売していますので、
是非お買い求め下さい。

■らっきょう酢（1.8ℓ） 913円
■ぶどうのオイル（1ℓ）1,615円
■漬けもの酢（1ℓ）
576円

四季の
花作り

10

農業者年金加入のお勧め

【お問い合せ】

金 融 推 進 課
成田市農業委員会
酒々井町農業委員会

11

TEL.0476（22)6715
TEL.0476(20)1573
TEL.043(496)1171

直 通
直 通
内線361

〜JAからのお知らせ〜
公津支所より
第２回公津支所・産直館合同感謝祭を開催
至台方

公津小学校
宗吾霊堂

ニトリ

至成田ニュータウン

感謝祭イベント会場
産直館（大袋）
セブンイレブン

464

京成宗吾参道駅

至酒々井

日本赤十字病院

【開催日時】６月22日(日) 午前９時～午後３時まで
【場
所】成田市産直組合 産直館
成田市大袋197－１
新鮮野菜販売の他、太巻き寿司教室を開催します。
また、Ａコープ商品の販売や抽選会などを予定して
いますので、是非ご来場下さい。
※ローン相談や共済の保障診断も実施致します。
【お問い合せ】公津支所 TEL. 0476(26)9121
【太巻き寿司教室の申込み・お問い合せ】
産直館
TEL. 0476(28)1147

至公津の杜

宝田農産物直売所より
感謝セールを開催

盛夏イベントを開催
【開催日時】７月12日（土)・13日(日)
午前９時～午後４時
【場
所】宝田経済センター
【イベント内容】

【開催日時】６月28日(土)
午前９時～午後４時
【場
所】宝田経済センター
【イベント内容】
・新鮮野菜販売
・豚汁、ジャガイモフライなどの無料配布
・アイスクリーム販売
・ジャガイモ詰め放題
・抽選会 他

【お問い合せ】宝田農産物直売所

・新鮮野菜販売
・トウモロコシ、かき氷などの無料配布
・アイスクリーム販売
・抽選会

他

TEL. 0476(24)8611

酒々井農産物直売所より

久住支所より

20周年記念「感謝セール」を開催

「朝市」を開催

【開催日時】６月28日(土)・29日(日)
イベント 午前９時～午後３時
【場
所】 酒々井農産物直売所
新鮮な地場野菜販
売の他、 ヤマザキＹ
ショップと協力して
様々なイベントを予
定しています。
【お問い合せ】
酒々井農産物直売所 TEL. 043(496)1000

【開催日時】６月21日(土)
午前８時30分～12時まで
【場
所】久住支所駐車場内

林家久蔵「交通安全の落語講座」の観覧者募集！

【時
間】午前10時～11時30分
【定
員】先着35名様
来場された方には、素敵な
粗品をプレゼント致します！
【申込み・お問い合せ】
久住支所 TEL. 0476(36)1101
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組合員からの情報提供窓口設置

ケアセンター美郷より

当組合の監事は、経営の健全な発展に資するた
め、
農協法（第35条の５）および農協法施行規則（第
81条）に基づき、情報の提供をお願いしておりま
す。当組合理事の組合経営に関する気になる行為
について、見たり聞いたりした事柄があれば、電
話または封書にてご連絡くださいますようお願い
します。
成田市農業協同組合 監事会
【連 絡 先】 〒286-0022 成田市寺台292番地
TEL. 0476(22)6180監事会事務局 常勤監事宛
お電話の場合は、平日の午前９時～午後３時の間にお願いします。

介護ヘルパー初任者養成研修の受講生を募集
【研修期間】平成26年10月11日(土)～
平成27年２月28日(土)
【定
員】14名
【受 講 料】69,000円
【申込締切】定員になり次第締め切らせていた
だきます。
※JAの介護保険事業等に就業された方には受
講料の半額を助成致します(先着順)
【お問い合せ】
ケアセンター美郷 TEL. 0476（23）7711

※当組合の業務に関する一般的な苦情については、下記に相談
窓口を設置しておりますので、そちらをご利用下さい。

【一般苦情相談窓口】各支所・各課・各事業所

Ａコープより

生活部より

新盆展示会を開催致します

介護サービスに関する相談会を開催します
【日

程】６月20日(金)
午前10時～12時迄（30分毎）
【場
所】本 所
【平日の介護相談】ケアセンターTEL. 0476(23)7711

【日

時】６月12日(木）～15日(日)
午前９時～午後５時まで
【場
所】サンポップ１階会場
【展示品目】
新盆棚・新盆提灯各種
・新盆小物各種・新盆
引き出物各種（ギフト）

今月の無料『税金・法律』相談

【日
程】６月25日（水）
【場
所】本 所
【税金相談】曽根正雄税理士 午前９時～（60分毎）
【法律相談】吉澤 功弁護士 午前10時～12時まで（30分毎）
※各種相談は必ず事前予約をお願いします。
【申 込 み】 生活課
TEL.0476（22）6716

【お問い合せ】
Ａコープ店 TEL. 0476(23)0091

JA葬祭より
任せて安心、真心こめてお手伝い致します
もしもの時･･･

「あんしん倶楽部」取扱終了のお知らせ
この度、長らく皆様にご利用いた

まずは、お電話下さい。
オ ク ヤ ミ

0476-92-0983

だきました「あんしん倶楽部」の取

またはフリーダイヤル

扱を５月31日（土）をもって終了と

オ ク ヤ ミ

0120-58-0983

させていただきました。今後は新

（年中無休・24時間対応）

たな組合員サービスを実施致しま

⬇

すので、
宜しくお願い申し上げます。

ＪＡ葬祭センターより
お迎えに上がります。

（詳細は決まり次第、
お知らせ致します）
【お問い合せ】

⬇
その後、
通夜・ご葬儀の打ち合せ等を行い、
真心込めて
お手伝いさせていただきます。
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■Ａコープ店

TEL. 0476（23）0091

■JA葬祭センター

TEL. 0476（92）0983

桧垣
寿夫

のうきょう柳檀

成田市幡谷

川柳・俳句・短歌



間野目伊津子

平成 年
応募総数
75 5

月
点
20

新金 正儀

日現在の作品

成田市飯仲

コスモス

風にゆれるブルーベリーの花いとかわゆし
成田市本三里塚 皆川 ふみ子




ペンネーム

畔みちに亀の子ノコノコどちらまで



平岡 美智子

村島 庄次

夏日より川面飛びかうツバメ多し

成田市長田

こ ぼくふじ

古木藤高貴な色香われ五十路



春江

成田市飯仲

池田 雪博

さゆり

田植機をイケメンのムコ運転し
孫苗運びじいじ監督

かえ

酒々井町中央台

はる ご

石井

松田



成田市東和田

新島 新吾

春野菜雪を布団に旨味ます



成田市大清水

この時期に生け垣守るさつきかな



永山 康子

熊蜂を誘いて垂るる藤の花

酒々井町中央台

荒 裕子

小出 喜市

窓に見る若葉がしげる春の雨



酒々井町本佐倉

酒々井町尾上

波葉

路花

敏雄

健やかに育って欲しい子供の日
孫を祝いて笑顔ほころび



つつじ

成田市畑ヶ田

山躑躅昔春蚕の孵る頃



成田市江弁須

梅澤

花が散り気温上がって緑咲く



くんぷう

酒々井町飯積

秋山

薫風に髪遊ばせし女学生



成田市押畑

山崎

散歩道勇気をもらうこいのぼり



成田市並木町

幸

鯉のぼり尾ひれにとどけシャボン玉



小川

今日も又草取りに終え菖蒲の湯

成田市宝田

新入職員さん入社おめでとうござ





田植えが終わり、我が菜園の野菜達

います。
『上司から叱咤激励、心病む。

富美子

薫風の入りし窓辺にまどろみて

の手入れに追われる毎日。今、花盛り



のブルーベリー、一年分のジャムを作

負けるな！ 必ず実 身
( を
)結ぶ』
お金を頂く事は大変。心身共に強く頑

読者のおたより

る。天候で不作の時もあるけど野菜作

張って下さいね。

吉野

りは楽しい！

 酒々井町伊篠

26

※読者の皆様からいただいた「おたより」は原稿をそのまま使用しております。
またご応募いただきましても掲載出来ない場合がありますのでご了承下さい。

-PUZZLE
CROSSWORD
ドパズル〜

!!

キリ
解ければ頭がスッ

〜クロスワー

二重マスの文字をならべかえるとある言葉になります。ヒントをもとに
チャレンジして下さい。全部のマスをうめればハッピーへの第一歩！

【今月のヒント】

キュウリに似た夏が旬の食材
※各 コーナーのご応募は
郵便ハガキで。
宛先・宛名は〒286-0022 成
田市寺台292番地、成田市農
業協同組合広報 みのり係ま
で。6月20日消印有効。抽選
で 当 選 者10名 の 方 に「 新
鮮な野菜」プレゼント。
【５月号の答え】

〔先月の当選者〕

コイノボリ

成田市玉造
成田市宝田
成田市安西
成田市土屋
酒々井町上岩橋
酒々井町本佐倉

加藤
小川
藤田
川嶋
小坂
荒

睦子
幸
久壽
八重子
久子
裕子

成田市大竹
成田市安西
成田市本城

清宮
須田
大類

酒々井町東酒々井

村田

➡タテのカギ

②1993年にチェコと分離し
た国
⑥その日にあったことなど
を書き留めます
⑧プレゼントに掛けて結び
ます
⑨彼の実力は未知――だ
⑩和・――・中とそろった
バイキング料理
⑪アジサイに似合いそうな
生き物
⑮アーチェリーの選手が狙
いを定めるもの
⑯食べ物が入ったり言葉が
出たり
順子
⑱日差しから頭を守るため
一枝
広子
にかぶります
⑳アンダー――の右腕投手
なおき
家族だけ、内輪だけで他
（敬称略）
人はいません

➡ヨコのカギ
①ウィンブルドンで行われ
る大会がよく知られるス
ポーツ
②油断も――もない
③胃のＸ線検査のために
――を飲んだ
④地球――で環境問題を考
える
⑤アプリコットともいう果
実
⑦次の駅には止まらず――
します
⑩帆に風を受けて進みます
⑫仏作って――入れず
⑬海路、空路ではなく地上
を行きます
⑭開くと花が咲きます
⑰牛乳を発酵させて作りま
す
⑲鳴門海峡には巨大なもの
が発生します
⑳ちりんちりんと鳴ります

※当選者への野菜は地域循環型農業を薦める生産者（かんらん車の皆様）が作っています。
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公益財団法人成田市農業センター

平成27年度職員採用のお知らせ
下記の要項で募集致します
【応募資格】

大学・短大・専門学
校の平成27年３月卒業
見込み者及び過去２年
以内の卒業者（高校卒
業見込者については別
途扱います）

【採用人数】５名程度
【提出書類】
履歴書・卒業見込証明書または卒業証
明書・成績証明書・健康診断書（３ヶ月
以内）
・運転免許証の写し・各種資格証
の写し

当センターでは、農業の支援活動等の充実と、農業・農村の振
興発展を目的に九つの事業を行っています。
その内容をご紹介いたします。

4 地力増進及び農業機械・施設の共同利用等の促進に関する事業
農業機械や農業施設の共同利用を推進し、適正かつ効率的な利
用を促進する。
また、土壌診断に基づき、微量要素、堆きゅう肥等の土と作物
に合った施肥および未利用資源の堆肥活用、有機栽培農法等、環
境にやさしい農法を取り入れるとともに、合理的輪作体系の確立
と農用地利用の効率高度化を、機械施設の合理的利用と一体的に
進める。
⑴ 地力増進対策の促進
土壌診断の実施（74点 22.7ha分）
⑵ 遊休農地等利活用の推進
景観作物栽培支援（コスモス種子の配布等）

～募集期間及び試験日～
【募集期間】
平成26年５月１日（木）〜
７月５日（土）
【第１次試験】面接
平成26年７月15日（火）
【第２次試験】筆記（言語（国語）、
数理、論理、常識、時事、教養、
英語、作文）
平成26年７月22日（火）

（公津地区）

⑶

水稲育苗ハウス等高度利用の支援 ８月
水稲育苗ハウスの活用組織への支援
農業機械研修県関係情報等の提供
農業機械安全講習会の開催

⑷

（公財）成田市農業センター
〒286-0844 成田市宝田912番地1 JA成田市経済センター2階
TEL 22-6581 FAX 22-6580
Eメール nougyoucenter@ar.wakwak.com
URL
http://www.narita-nougyoucenter.jp/
※対象は合併前の成田市内になります。

【お問い合せ】
人事教育課 TEL. 0476(22)6711

理事会だより

（遠山地区）

～４月定例理事会・協議事項～

①大口貸出金実行について
②ケアセンター美郷における契約書について
③組織規程一部変更について
④個人情報保護及び情報セキュリティにおける組織体
制変更について

■正組合員数

3,675人

■准組合員数

3,624人

■出資金１１億６,４５６万円
■貯金残高

８３５億８,４２９万円

⑤内部統制等に関する改善指示書の回答書について

■貸出金残高２３１億３,７７０万円

⑥平成27年度職員採用方針について

■長期共済保有高３,０１１億４,１３８万円
■購買品供給高１１億３,４０２万円
■販売品取扱高１億９,７９７万円
※出資金名義、組合員資格等の変更がある場合は、各
支所へご連絡ください。
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安達葊子

●ＵＲＬ／ http://www.ja-narita.or.jp
● E-mail
／ soumu01@ja-narita.or.jp
●事務局／企画管理部 総務課
●ＴＥＬ／０４７６（２２）６７１１
●ＦＡＸ／０４７６（２２）６７１８

（小菅）

初夏に入り人立ち止まる立浪草

7

写真・文

6

カタクリ塚やたぬき塚には、白や紫色のタ
ツナミソウが咲いています。日当たりが良く
乾燥しがちな斜面に、草姿も愛らしくあちら
こちらに自生しています。緑の中に紫色や白
色が目につき、立ち止まってしまいます。
和名立浪草は、花を横から見た形が波頭の
ように見立てたのが由来です。茎の先に縦に
並んで立ち上がって咲く花の様子が、泡立つ
波のイメージです。東アジア原産で、日本に
も自生しとても育て易い植物です。茎の断面
が四角形で、草丈 ㌢ほどのシソ科の多年草
です。茎は直立し全体に白い毛が密生し柔ら
かい感触 です。茎のてっぺんに白い花穂を出
し、長さ２㌢程の唇形花をつけます。地下茎
やこぼれ種でも殖えます。春の芽出しの頃に
株分けしたり、さし芽もできます。鉢や寄せ
植え、石付け、盆栽の脇役にも適しています。
「この花、北斎の浮世絵の波に似ているね」
と、見学者たちとの花談議はとても楽しいで
す。先日、堀之内の友達が「この絵見て」と
一筆箋に描かれた絵を見せてくれました。そ
れは、葛飾北斎の浮世絵「富嶽三十六景神奈
川沖浪裏」でした。この絵の波頭にそっくり
なタツナミソウです。



●発 行／成田市農業協同組合
〒２８６︱００２２千葉県成田市寺台２９２
●発行日／平成 年 月 日
●編 集／広報みのり編集員会
●印 刷／株式会社ライフ
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〜第一六八章〜

タツナミソウ
（シソ科）

6

30

※遠山野草園は個人宅ですので見学希望者は事前にご連絡下さい。
総務課
0476（22）6711 審査課
人事教育課 0476（22）6711 生活課

0476（36）1541

監査課

043（496）2036

経理課

0476（22）6691 酒々井支所
043（496）0291 園芸販売課
0476（22）6716 経済センター（営農振興課） 0476（22）6717 燃料事業所
0476（22）6739 サンポップ 0476（22）6881 経済センター（購買課） 0476（20）1971 NACS美郷
0476（22）6807 公津支所 0476（26）9121 経済センター（営農渉外課） 0476（20）2521 NACS酒々井

共済査定課 0476（22）6713 八生支所
共済普及課 0476（22）6714 豊住支所

資金運用課 0476（22）6797 久住支所

金融推進課 0476（22）6715 遠山支所
融資課
0476（22）6796 中央支所

0476（22）7788
0476（22）7788

0476（26）8036 農業機械事業所（宝田） 0476（22）3815 宝田農産物直売所 0476（24）8611
0476（37）0003 農業機械事業所（十余三） 0476（36）1546 酒々井農産物直売所 043（496）1000
0476（36）1101 農業機械事業所（酒々井） 043（496）9687 ケアセンター美郷 0476（23）7711
0476（35）0511 Ａコープ成田店
0476（22）6712 加工販売課

0476（23）0091 ローンセンター
0476（36）1341

0476（24）2926

